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 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

    ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第43期

第２四半期 
連結累計期間 

第44期
第２四半期 
連結累計期間 

第43期
第２四半期 

連結会計期間 

第44期 
第２四半期 
連結会計期間 

第43期

会計期間 

自平成20年
４月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成20年
７月１日 

至平成20年 
９月30日 

自平成21年 
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成20年
４月１日 

至平成21年 
３月31日 

売上高        （千円）  6,428,642  5,820,887  3,762,570  3,265,310  15,053,375

経常利益       （千円）  71,338  31,358  212,190  147,451  622,408

四半期純利益 

又は当期純利益    （千円） 
 48,062  11,523  128,858  82,774  322,400

純資産額       （千円） － －  4,246,780  4,410,867  4,499,698

総資産額       （千円） － －  6,739,371  6,513,538  8,518,408

１株当たり純資産額   （円） － －  1,213.59  1,260.48  1,285.87

１株当たり 

四半期純利益金額 

又は当期純利益金額   （円） 

 13.73  3.29  36.82  23.65  92.13

潜在株式調整後１株当たり 

四半期（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率      （％） － －  63.01  67.72  52.82

営業活動による 

キャッシュ・フロー  （千円） 
 643,586  509,542 － －  1,114,870

投資活動による 

キャッシュ・フロー  （千円） 
 △180  △81,462 － －  15,291

財務活動による 

キャッシュ・フロー  （千円） 
 △602,207  △241,787 － －  △923,513

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 （千円） 
－ －  739,694  1,091,437  905,144

従業員数        （人） － －  394  411  388
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 当社グループは、当社及び連結子会社１社（コムテックサービス株式会社）により構成されており、情報通信端末

の販売及び修理並びに映像を含む情報通信機器及びシステムの販売・保守・運用を主な事業としております。 

 当社は、三菱電機株式会社より23.2％の出資を受けており、同社の関連会社であります。 

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、

主要な関係会社における異動もありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

（１）連結会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員で、正社員と受入出向者であります。また、臨時雇用者数は（ ）内に当第２四半期連結会

    計期間の平均人員を外数で記載しております。 

（２）提出会社の状況 

 （注）従業員数は就業人員で、正社員と受入出向者であります。また、臨時雇用者数は（ ）内に当第２四半期会計期

    間の平均人員を外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

   従業員数（人） 411  (230)

  平成21年９月30日現在

従業員数（人） 334  (168)

2009/11/10 22:57:2609591514_第２四半期報告書_20091110225708



 当社グループの情報通信システム事業における官公庁向け事業は、通常の営業形態として、第４四半期に完成する工

事の割合が大きいため、業績に季節的変動があります。 

  （１）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．上記の生産実績は販売価格によっております。 

２．情報通信端末事業の携帯電話販売部門及びパーソナルコンピュータ販売部門は生産を行っていないため、生

産実績については記載しておりません。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（２）商品仕入実績 

 当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

（注）１．情報通信端末事業の修理再生部門及び情報通信システム事業については、商品仕入高がないため記載してお

りません。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）受注状況 

 当第２四半期連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．情報通信端末事業の携帯電話販売部門及びパーソナルコンピュータ販売部門の受注高については、受注販売

を行っていないため記載しておりません。 

   ２．受注状況をより正確に把握し管理する目的で、受注高及び受注残高の算出方法を見直し、変更しました。前

年同四半期比は、前第２四半期連結会計期間の受注高及び受注残高を同方法により算定した金額に基づき、

算定したものであります。 

    ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

情報通信端末事業         （千円）  252,432  87.7

情報通信システム事業     （千円）  1,602,032  95.9

 合計                    （千円）  1,854,465  94.7

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

情報通信端末事業         （千円）  942,760  94.7

合計           （千円）  942,760  94.7

事業の種類別セグメントの名称 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

受注高
前年同四半期比

（％）  
受注残高 

前年同四半期比
（％）  

情報通信端末事業     （千円）  211,677  70.8  6,972  －

情報通信システム事業   （千円）  2,048,952  162.4  3,135,917  147.1

 合計           （千円）  2,260,629  144.8  3,142,889  114.3
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（４）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間取引を相殺した金額で記載しております。 

    ２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

     ３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等又は、 

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

前年同四半期比（％）

情報通信端末事業         （千円）  1,663,277  83.2

情報通信システム事業     （千円）  1,602,032  90.8

 合計                    （千円）  3,265,310  86.8

相手先 

前第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

金額（千円）
割合

（％） 
金額（千円） 

割合
（％） 

三菱電機株式会社  398,173  10.6  421,235  12.9

株式会社ダイヤモンドテレコム  972,558  25.8  967,138  29.6

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】
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 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

（１）業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間の国内の景気は 悪期を脱したと言われておりますが、失業率が過去 高水準にな

るなど、依然として実態経済は厳しい状況にあります。 

 当社グループの関連する業界では、情報通信端末事業におきましては、市場が飽和状態であることに加え、個

人消費が低迷していることなどにより、国内携帯電話出荷台数は前年同期比19.4％減少、国内携帯電話市場は７

四半期連続でマイナス成長となりました。情報通信システム事業におきましては、新政権の公共工事の見直しな

どにより、業界の先行きに対する懸念が高まっております。しかし、国民の安全・安心確保を目的とするインフ

ラ整備につきましては引き続き推進されるものと思われます。 

 このような状況下、当社グループでは、情報通信端末事業は、携帯電話販売台数や携帯電話修理受付台数の減

少等により前年同期に比べ減収となりました。情報通信システム事業は、売上高は前年同期に比べ横ばいとなり

ましたが、案件が小口化したことや、前年同期は高採算案件があったことなどにより、営業利益は前年同期に比

べ下回りました。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比13.2％減）、営業利益

１億73百万円（前年同期比18.2％減）、経常利益１億47百万円（前年同期比30.5％減）、四半期純利益 百万円

（前年同期比35.8％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  ① 情報通信端末事業 

 情報通信端末事業におきましては、携帯電話販売では、販売台数は前年同期に比べ減少しましたが、店舗運

営品質向上策を実行したことや、前年度に低採算店舗を整理したことなどから、営業利益は前年同期を上回る

ことができました。携帯電話修理再生では、三菱電機株式会社の携帯電話端末事業撤退から１年半が経過し、

修理受付台数は前年同期に比べ約半数に減少しました。また、パソコン販売では、付加価値の高いパソコンク

リニックサービスに注力しました。 

 これらの結果、情報通信端末事業での売上高は16億63百万円（前年同期比16.8％減）、営業利益は74百万円

（前年同期比25.8％増）となりました。 

  ② 情報通信システム事業 

 情報通信システム事業におきましては、官公庁向けでは、電気通信設備の改修工事をはじめ、海岸・河川の

水門等遠隔監視設備などの受注拡大に努めました。民間向けでは、防犯カメラ・監視カメラシステム等の既存

システムの拡販に加え、光海底ケーブルシステム用陸上端局装置の現地調整試験工事に取り組みました。 

 これらの結果、情報通信システム事業での売上高は16億２百万円（前年同期比9.2％減）、営業利益は99百

万円（前年同期比35.2％減）となりました。 

 なお、情報通信システム事業における官公庁向けの売上高は、通常の営業形態として、第４四半期に完成す

る工事の割合が大きいため、業績に季節的変動があります。   

  （２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高（以下「資金」という）は、前四半期連結会計

期間末に比べ２億３百万円減少し、10億91百万円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は84百万円（前年同期は74百万円の収入）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益１億48百万円を計上しましたが、売上債権の増加による１億１百万円の減少、仕入債務の減少

による１億32百万円の減少などが上回ったことによるものです。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は58百万円（前年同期は４百万円）となりました。これは主に有形固定資産の

取得による52百万円の支出によるものです。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、使用した資金は60百万円（前年同期は12百万円の収入）となりました。これは主に長期借入

金の返済による55百万円の支出によるものです。 

  （３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

     当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

32億65

82
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  （４）研究開発活動 

 当第２四半期連結会計期間における当社グループの研究開発の目的、内容、成果及び研究開発費は次のとおり

であります。 

  ・情報通信端末事業 

 携帯電話修理再生技術を活かした新規事業に取り組むため、修理再生技術を改良・確立するための研究

開発を行っております。携帯電話修理再生技術を新事業に活かすための技術を改良中であります。 

 なお、当該分野における研究開発費は11百万円であります。  

・情報通信システム事業  

 防災行政無線システム拡販のため、同システムの応用ビジネスの継続的拡大のための研究開発を行って

おります。同システムの応用ビジネスとして戸別受信機を開発中であります。 

 なお、当該分野における研究開発費は17百万円であります。  
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（１）主要な設備の状況 

 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

（２）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

  該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  12,000,000

計  12,000,000

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 
（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月９日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  3,500,000  3,500,000
 大阪証券取引所 

 市場第二部 

単元株式数 

1,000株  

計  3,500,000  3,500,000 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
 発行済株式 
 総数増減数 

（千株） 

 発行済株式
 総数残高 

（千株） 

資本金増減額
  

（千円） 

資本金残高
  

（千円） 

資本準備金 
 増減額 

（千円） 

 資本準備金
 残高 

（千円） 

 平成21年７月１日～ 

 平成21年９月30日 
 －  3,500  －  523,018  －  498,705

（５）【大株主の状況】

  平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱電機株式会社 東京都千代田区丸の内２－７－３   812,000  23.20

西岡 伸明  大阪府豊中市   614,000  17.54

西岡 孝  大阪府豊中市   280,000  8.00

西菱電機従業員持株会  兵庫県伊丹市藤ノ木３－５－33   157,000  4.48

竹田 和平  名古屋市天白区   97,000  2.77

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行  東京都千代田区丸の内２－７－１   83,000  2.37

株式会社南日本銀行  鹿児島県鹿児島市山下町１－１   60,000  1.71

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社  東京都千代田区丸の内１－４－５   59,000  1.68

株式会社三井住友銀行  東京都千代田区有楽町１－１－２   48,000  1.37

秦 康明 大阪市城東区   41,000  1.17

計 －  2,251,000  64.31
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①【発行済株式】 

 平成21年９月30日現在

 （注）「単元未満株式」には、当社所有の自己株式652株が含まれております。 

②【自己株式等】 

 平成21年９月30日現在

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。 

 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
  

（６）【議決権の状況】

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

 無議決権株式 － － － 

 議決権制限株式（自己株式等） － － － 

 議決権制限株式（その他） － － － 

 完全議決権株式（自己株式等）  － － － 

 完全議決権株式（その他）   普通株式 3,499,000  3,499 単元株式数 1,000株 

 単元未満株式   普通株式     1,000 － － 

 発行済株式総数 3,500,000 － － 

 総株主の議決権  －  3,499 － 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
（株） 

他人名義
所有株式数 
（株） 

所有株式数の 
合計 
（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

－ － － － － － 

計 － － － － － 

２【株価の推移】

月別 平成21年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  424  580  639  720  730  725

低（円）  415  418  580  649  720  702

３【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成

21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

 なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類変更により、平成21年７月１日

付をもって有限責任監査法人トーマツとなっております。 

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,143,990 957,683

受取手形及び売掛金 1,573,567 3,906,289

商品 483,908 396,187

仕掛品 339,502 242,601

原材料 115,741 59,260

繰延税金資産 162,113 177,201

その他 95,482 109,310

貸倒引当金 △1,059 △1,016

流動資産合計 3,913,247 5,847,516

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,538,450 1,530,786

減価償却累計額 △720,929 △699,907

減損損失累計額 △51,273 △51,273

建物及び構築物（純額） 766,247 779,605

機械装置及び運搬具 969,794 968,214

減価償却累計額 △723,213 △662,727

減損損失累計額 △1,085 △1,085

機械装置及び運搬具（純額） 245,495 304,401

工具、器具及び備品 446,414 424,943

減価償却累計額 △283,033 △287,158

減損損失累計額 △27,850 △27,850

工具、器具及び備品（純額） 135,530 109,934

土地 751,403 751,403

建設仮勘定 － 227

有形固定資産合計 1,898,676 1,945,571

無形固定資産 103,554 120,159

投資その他の資産   

投資有価証券 91,970 84,100

前払年金費用 83,557 95,227

繰延税金資産 67,856 75,159

その他 439,051 435,049

貸倒引当金 △84,376 △84,376

投資その他の資産合計 598,059 605,161

固定資産合計 2,600,290 2,670,891

資産合計 6,513,538 8,518,408
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,000,039 2,441,888

1年内返済予定の長期借入金 182,300 224,700

1年内支払予定のリース債務 18,813 18,813

未払法人税等 11,886 182,331

賞与引当金 167,830 316,761

短期解約損失引当金 5,497 5,080

その他 452,727 457,917

流動負債合計 1,839,093 3,647,491

固定負債   

長期借入金 97,500 182,500

リース債務 15,514 24,921

役員退職慰労引当金 － 2,529

その他 150,561 161,267

固定負債合計 263,576 371,219

負債合計 2,102,670 4,018,710

純資産の部   

株主資本   

資本金 523,018 523,018

資本剰余金 498,705 498,705

利益剰余金 3,379,406 3,474,684

自己株式 △468 △468

株主資本合計 4,400,661 4,495,939

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,206 3,759

評価・換算差額等合計 10,206 3,759

純資産合計 4,410,867 4,499,698

負債純資産合計 6,513,538 8,518,408
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（２）【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,428,642 5,820,887

売上原価 4,991,113 4,351,208

売上総利益 1,437,529 1,469,678

販売費及び一般管理費 ※1  1,361,144 ※1  1,406,627

営業利益 76,384 63,051

営業外収益   

受取利息 915 255

受取配当金 916 377

受取家賃 1,800 －

販売表彰金収入 2,417 1,525

その他 1,371 1,775

営業外収益合計 7,420 3,933

営業外費用   

支払利息 8,250 4,177

支払手数料 2,387 2,348

固定資産除却損 － 16,989

その他 1,827 12,110

営業外費用合計 12,466 35,626

経常利益 71,338 31,358

特別利益   

貸倒引当金戻入額 192 －

前期損益修正益 ※2  19,211 －

役員退職慰労引当金戻入額 21,815 872

特別利益合計 41,220 872

特別損失   

固定資産除却損 1,962 －

減損損失 25,816 －

その他 160 －

特別損失合計 27,939 －

税金等調整前四半期純利益 84,619 32,230

法人税、住民税及び事業税 △1,138 2,738

法人税等調整額 37,695 17,967

法人税等合計 36,557 20,706

四半期純利益 48,062 11,523
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,762,570 3,265,310

売上原価 2,874,097 2,414,158

売上総利益 888,472 851,151

販売費及び一般管理費 ※1  675,891 ※1  677,216

営業利益 212,581 173,935

営業外収益   

受取利息 826 210

受取家賃 1,800 －

販売表彰金収入 1,309 634

その他 653 1,275

営業外収益合計 4,588 2,120

営業外費用   

支払利息 3,737 1,934

支払手数料 1,200 1,174

固定資産除却損 － 16,797

その他 42 8,697

営業外費用合計 4,979 28,604

経常利益 212,190 147,451

特別利益   

貸倒引当金戻入額 45 －

前期損益修正益 ※2  15,578 －

役員退職慰労引当金戻入額 21,815 872

特別利益合計 37,439 872

特別損失   

固定資産除却損 1,612 －

減損損失 25,816 －

特別損失合計 27,429 －

税金等調整前四半期純利益 222,200 148,323

法人税、住民税及び事業税 1,195 2,858

法人税等調整額 92,145 62,690

法人税等合計 93,341 65,549

四半期純利益 128,858 82,774
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 84,619 32,230

減価償却費 169,759 122,168

賞与引当金の増減額（△は減少） △144,562 △148,931

受取利息及び受取配当金 △1,831 △632

支払利息 8,250 4,177

減損損失 25,816 －

固定資産除売却損益（△は益） 1,962 16,989

売上債権の増減額（△は増加） 2,759,706 2,332,721

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,069 △241,103

仕入債務の増減額（△は減少） △1,739,266 △1,441,848

その他 △200,101 2,077

小計 864,284 677,849

利息及び配当金の受取額 1,795 591

利息の支払額 △8,036 △4,015

法人税等の支払額 △214,457 △164,883

営業活動によるキャッシュ・フロー 643,586 509,542

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 25,000 5,000

定期預金の預入による支出 △15,014 △5,014

有形固定資産の取得による支出 △8,136 △70,735

無形固定資産の取得による支出 △4,270 △1,225

その他 2,240 △9,487

投資活動によるキャッシュ・フロー △180 △81,462

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 200,000 －

短期借入金の返済による支出 △518,000 －

長期借入金の返済による支出 △169,820 △127,400

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △9,406 △9,406

配当金の支払額 △104,980 △104,980

財務活動によるキャッシュ・フロー △602,207 △241,787

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 41,198 186,292

現金及び現金同等物の期首残高 698,495 905,144

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  739,694 ※1  1,091,437
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該当事項はありません。  

  

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の変更  完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用し

ておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間

より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第２四

半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用

しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は36,087千円増加し、営

業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ2,420千円増

加しております。なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載し

ております。   

【表示方法の変更】

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

原価差異の繰延処理 季節的に変動する操業度により発生した原価差異のうち、原価計算期間末ま

でにほぼ解消が見込まれるものについては、当該原価差異を流動資産（その

他）として繰り延べております。 
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与及び賞与 千円447,962

賞与引当金繰入額 千円76,780

退職給付費用 千円37,673

役員退職慰労引当金繰入額 千円6,299

貸倒引当金繰入額 千円26,945

給与及び賞与 千円472,864

賞与引当金繰入額 千円75,191

退職給付費用 千円52,209

役員退職慰労引当金繰入額 千円705

※２．平成17年３月18日に、当社元従業員が個人的な目的

で２社の金融機関から、当社が関知しないところ

で、会社の名義で不正な借入を行っていたことが判

明し、当該金融機関からそれぞれ貸金返還請求の提

訴を受けておりました。前連結会計年度におきまし

て１社は和解（平成19年12月27日付）、係属中であ

りました残り１社につきましても控訴審にて裁判所

より和解勧告の提示があり、当社が和解金46百万円

を支払うことで、平成20年11月５日付にて和解が成

立致しました。この和解成立に伴い、一審判決に基

づき計上しておりました訴訟関係費用と和解金額の

差額15百万円を前期損益修正益に計上しており、こ

れが主な内容であります。 

 ２．       ―――――――― 

 ３．当社の情報通信システム事業における官公庁向けの

売上高は、通常の営業の形態として、第４四半期に

完成する工事の割合が大きいため、業績に季節的変

動があります。 

 ３．         同左 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給与及び賞与 千円230,731

賞与引当金繰入額 千円30,722

退職給付費用 千円18,839

役員退職慰労引当金繰入額 千円717

貸倒引当金繰入額 千円26,945

給与及び賞与 千円240,356

賞与引当金繰入額 千円16,639

退職給付費用 千円26,883

※２．平成17年３月18日に、当社元従業員が個人的な目的

で２社の金融機関から、当社が関知しないところ

で、会社の名義で不正な借入を行っていたことが判

明し、当該金融機関からそれぞれ貸金返還請求の提

訴を受けておりました。前連結会計年度におきまし

て１社は和解（平成19年12月27日付）、係属中であ

りました残り１社につきましても控訴審にて裁判所

より和解勧告の提示があり、当社が和解金46百万円

を支払うことで、平成20年11月５日付にて和解が成

立致しました。この和解成立に伴い、一審判決に基

づき計上しておりました訴訟関係費用と和解金額の

差額15百万円を、前期損益修正益に計上しておりま

す。 

 ２．       ―――――――― 
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式        3,500,000株  

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式              652株 

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

４．配当に関する事項 

 配当金支払額 

  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 ３．当社の情報通信システム事業における官公庁向けの

売上高は、通常の営業の形態として、第４四半期に

完成する工事の割合が大きいため、業績に季節的変

動があります。 

 ３．         同左 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

   借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

              （平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 千円792,229

預入期間が３ヶ月を超える定期預金    千円△52,535

現金及び現金同等物 千円739,694

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

   借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

              （平成21年９月30日現在）

現金及び預金勘定 千円1,143,990

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 千円△52,553

現金及び現金同等物 千円1,091,437

（株主資本等関係）

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日

定時株主総会 
 普通株式  104,980  30 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
情報通信
端末事業 
（千円） 

情報通信
システム事業 
（千円） 

計
  

（千円） 

消去又は全社 
  

（千円） 

連結
  

（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  1,999,181  1,763,388  3,762,570  －  3,762,570

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,999,181  1,763,388  3,762,570  －  3,762,570

営業利益  59,351  153,229  212,581  －  212,581

  
情報通信
端末事業 
（千円） 

情報通信
システム事業 
（千円） 

計
  

（千円） 

消去又は全社 
  

（千円） 

連結
  

（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  1,663,277  1,602,032  3,265,310  －  3,265,310

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,663,277  1,602,032  3,265,310  －  3,265,310

営業利益  74,687  99,247  173,935  －  173,935

  
情報通信
端末事業 
（千円） 

情報通信
システム事業 
（千円） 

計
  

（千円） 

消去又は全社 
  

（千円） 

連結
  

（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  3,983,783  2,444,859  6,428,642  －  6,428,642

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,983,783  2,444,859  6,428,642  －  6,428,642

営業利益  50,432  25,952  76,384  －  76,384

  
情報通信
端末事業 
（千円） 

情報通信
システム事業 
（千円） 

計
  

（千円） 

消去又は全社 
  

（千円） 

連結
  

（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客に対する売上高  3,311,195  2,509,692  5,820,887  －  5,820,887

(2) セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 －  1,050  1,050  (1,050)  －

計  3,311,195  2,510,742  5,821,937  (1,050)  5,820,887

営業利益（△は損失）  78,317  △15,266  63,051  0  63,051
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 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業の内容 

    ３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１.(1)に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し

ております。この変更により、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、情報通信端末事業が1,186千円、

情報通信システム事業が1,048千円減少しております。 

     （リース取引に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」１.(2)に記載のとおり、第１四半期連

結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を早期適用しております。なお、この変更による当第２四半期連結累計期間のセグメント情報に与える影響

はありません。 

当第２四半期連結累計期間  

（工事契約に関する会計基準） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第１四半期連結会計

期間より「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変

更により、当第２四半期連結累計期間における情報通信システム事業の売上高は36,087千円増加し、営業利

益は2,420千円増加しております。 

４．追加情報 

  前第２四半期連結累計期間 

  「追加情報」に記載のとおり、機械装置については、従来耐用年数を６～17年としておりましたが、第１四

半期連結会計期間より、８～17年に変更しました。なお、この変更による当第２四半期連結累計期間のセグ

メント情報に与える影響は軽微であります。 

  

事業区分 事業内容

情報通信端末事業 

携帯電話及び関連商品の販売 

携帯電話検査、修理、再生 

パーソナルコンピュータ及び関連商品の販売並びに修理・再生 

情報通信システム事業 

通信機器システム及び映像機器システムの販売 

通信機器システム及び映像機器システムのシステムインテグレーション、

据付、保守、修理、運用等の技術サービス 

映像システムの運用による放映及び放送番組の制作 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日）及び 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日） 

 有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額に前連結会計年度の末日に比して著しい変動がないため、

有価証券に関する事項は記載しておりません。 

 当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日） 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。また連結子会社は、デリバティブ取引

を利用しておりません。当社の金利スワップ取引は全てヘッジ会計（金利スワップの特例処理）を適用しているた

め、取引に関する事項は記載しておりません。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

    該当事項はありません。 

 当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 前連結会計年度末に比して取引残高に著しい変動はありません。 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,260.48円 １株当たり純資産額 1,285.87円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 13.73円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 3.29円

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益           （千円）  48,062  11,523

普通株主に帰属しない金額     （千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益    （千円）  48,062  11,523

期中平均株式数           （株）  3,499,348  3,499,348

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 36.82円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 23.65円

  
前第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額            

四半期純利益           （千円）  128,858  82,774

普通株主に帰属しない金額     （千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益    （千円）  128,858  82,774

期中平均株式数           （株）  3,499,348  3,499,348

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年11月７日

西菱電機株式会社 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 中西 清   印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 伊東 昌一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西菱電機株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西菱電機株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月５日

西菱電機株式会社 

取締役会 御中 

有限責任監査法人トーマツ 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 中西 清   印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 伊東 昌一  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている西菱電機株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半

期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、西菱電機株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

   ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。 
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